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大 会 注 意 事 項 
 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「ＪＢＡバスケットボール事業・活動実施ガイドラ

イン第５版」に則り、下記の対策を徹底し、皆様の「安心・安全」を第一に事業を進めてまい

りますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。  

● 大会本部、大会役員、審判員、各チームは感染対策責任者を設置。連絡体制を確立。  

● 全参加者は大会２週間前より健康チェックシートにより徹底した体調管理を行う。 

  健康チェックシートに当てはまる症状がある（あった）場合は参加を見送ること。 

● 感染対策責任者は選手、スタッフ、大会役員、審判員の健康状態をチェックし「健康チェック

シート」により大会本部へ報告を行う。  

● ソーシャル・ディスタンスを確保。密を避ける。  

● 運動中以外はマスクを着用。コーチ、スタッフは常にマスクを着用。 

 （ただし、熱中症には十分注意する）  

● 手洗い、手指の消毒を行う。（大会本部でも準備しますが、各チームにおいても準備を怠らな

いこと）  

● ベンチの消毒は各チームがベンチに入る時と出る時の２回行う。 

● 試合中、選手がコート出入りの際も、必ず手指の消毒を行う。 

● ゴミの持ち帰りを徹底する。 

 （体育館の自販機で購入したドリンクのペットボトル等についても持ち帰る）  

● 更衣室では密にならないよう人数を減らして使用する。  

● 密を防ぐため余裕を持った大会日程とし、前試合のハーフタイムでのアップは禁止、試合間は

30分とする。  

● 大会後、感染を疑われる症状を確認した場合は早期に感染対策責任者から大会本部へ連絡を行

うこと。 

 

１．チーム順位の決定方法 
（１）各ゲームに勝ったチームに勝ち点２、各ゲームに負けたチームに勝ち点１、各ゲームの没

収によって負けたチームに勝ち点０が与えられる 

（２）ブロック内で、全ゲームのポイントが同じ場合は、競技規則のチームの順位決定方法に従

って決定する 

（３）没収（棄権）が２回以上のチームは、最下位とする 

２．来年度ブロック分けについて 

（１）今年度のリーグの最終結果で各ブロックの上位と下位を入れ替え、総合ランキングを決定

してブロック分けをする 

（２）参加チーム数の増減により各ブロックのチーム数が変更する事もあるので、今年度と違う

ブロックになることもある 

（３）新規チームのランキングは、下位とする 

３．試合開始時刻は原則定刻とし、進行が遅れた場合、前試合との間隔は 30分間とする 

４．ベンチ 

 組合せの左側のチームがオフィシャル席に向かって右側とする 

 組合せの右側のチームがオフィシャル席に向かって左側とする 

５．ユニフォーム等 

（１）ユニフォームは、日本バスケットボール協会(JBA)の HP に掲載してある「公益財団法人日

本バスケットボール協会ユニフォーム規則（2020年 11月 1日一部改定）」及び「現行バスケ
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ットボール競技規則」を参照のこと 

（２）組合せの左側のチームが淡色(白色が望ましい)、右側のチームが濃色のユニフォームを着

用すること 

トラブル防止のため濃淡両方を準備すること(１セットでも良い) 

 両チームの話し合いで双方が了解した場合は、ユニフォームの濃淡を交換することができる

（必ず事前に大会本部に連絡すること） 

※ 今大会に限り、柔らかい素材であれば試合中のマスク着用を認める（色は問わない） 

（３）チームメンバーが身につける全てのものは同一の単色かつ無地でなければならない 

(マスクは除く) 

（４）12月以降は会場に暖房器具がないのでユニフォームシャツの下にコンプレッションの半袖

長袖のシャツを着用してもよい 

色は、チームで統一してその他の身につけるもの（サポーター等）と同じ色を着用すること 

ライン、柄は、認めない メーカーロゴは１カ所のみ可とする 

チーム内で着用する者としない者がいても構わない(半袖と長袖が混在しても構わない) 

６．ベンチエントリー 

（１）選手を追加登録(又は、抹消)した際は、チームメンバー一覧表を大会本部へ再提出するこ

と 

(２) ベンチ入りしたヘッドコーチは JBA公認コーチ証を必ず首から下げること 

（３）ヘッドコーチまたはその代理者は、試合開始 30 分前までにチームメンバーの氏名と番号、

キャプテン、ヘッドコーチ、ファーストアシスタントコーチの氏名をスコアシートに記入を

すること 

（４）大会当日までに TeamJBAに登録された選手だけが出場できる 

７．オンザコート１について〈40リーグ・50リーグ〉 

（１）年齢に達していない選手が同時に複数名の出場が発覚した場合はテクニカルファウルとする 

（２）ゲームクロックが動く前に気付き、交代すれば罰則は適用されない 

８．ＴＯ 

（１）組み合わせ表に記載されているとおり(試合開始 15分前までには配置に就くこと) 

（２）テーブルオフィシャルズ４名、コートスイーパー２名とする 

（３）（１）を遂行できないときは、罰則を適用する 

   （１）の原則によらずＴＯを依頼することがある  

   依頼したチームには手当を支払う 

９．不正登録（未登録選手・二重登録） 

（１）試合開始前に発覚した場合、該当選手を失格させ試合を行う 

（２）試合中および試合終了後に発覚した場合、理由の如何を問わず没収試合とする 

（３）この規定に違反した場合、県協会理事会・社会人連盟にて協議し､処罰することがある 

10．棄権（ＴＯの担当チームにも適用） 

（１）試合開始時刻に遅刻すれば理由の如何を問わず没収試合とする（開始予定時刻から 15分で

判断） 

（２）やむを得ず棄権をする場合は、「18.連絡先 ２名」に連絡し、罰則金 12,000円を支払う 

（３）試合の２日前から当日までに棄権した場合には、罰則金 12,000円を支払い、さらに処罰が

適用される 

（４）棄権は没収扱いとする。 

11．コートの準備・片づけ 

（１）コートの準備は第一試合の両チームで協力して行う 会場集合時間は８時 45分とする 
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（２）準備範囲は自チーム側ベンチ・リングの設置とする 

   オフィシャル席・得点板は両チームで行う 

（３）最終試合後は最終試合の両チームで協力してベンチ・リング・シート・コード等の片づけ

とコートの清掃を行う 

（４）最終試合担当のＴＯは、オフィシャル用具･椅子･机･得点板等を片づける 

（５）準備・片づけを怠った場合、大会本部がこれを確認し、罰則を適用する 

12．写真・動画撮影について 

（１）試合の写真･動画撮影を行う際は､対戦相手チームと担当審判員に撮影の許可をとること 

（２）撮影した写真・動画は、だれもが視聴できるＳＮＳ等に掲載しないこと 

（３）審判員の技術力・判定力向上のため、試合動画撮影を行います 

   動画を撮影して欲しくないチームがある場合には、連絡をお願いします 

（４）審判が撮影した動画につきましては、審判員の技術力・判定力向上のため、試合を担当し

た審判員及びその試合のインストラクターがミーティング等に利用し、責任を持って削除し

ます（SNS等への掲載は絶対に行いません） 

13．会場内での整理整頓・マナー 

（１）フロアでの、ペットボトルの使用を禁止する。スクイズボトル等を使用すること 

（２）持ち物の管理、ゴミの始末、会場の清掃は、各チームで責任を持って行うこと 

（３）喫煙は決められた場所等、施設のルールに従うこと 

（４）競技フロアでの更衣は禁止する 

（５）館内では必ずシューズを履くこと（フロアでのスリッパ・サンダル等は不可） 

（６）原則フロアには、前試合のチームが退出してから入場すること 

（７）指輪、ネックレス、ピアス、ピン止め等の金属類は、ゲームの時は必ず外すこと 

外せないときは、必ずテーピング等をすること 

（８）指の爪を切ること 

14．会場備品、ガラス、ドア、ネット等の破損、ストップウォッチ等の故障などが起きたら速や

かに大会本部へ連絡すること 

15．大会に於ける練習及び試合中に発生した不慮の怪我・事故等については、個人の責任とする 

各自、健康保険証を持参のこと 

16．「クリーンバスケット、クリーン・ザ・ゲーム～暴力暴言根絶」について 

スポーツマンシップの精神から大きく逸脱したプレイ等の行動による競技中の怪我について

は、当協会の「規律規程」および「裁定規程」に則り対応する 

17．荒天候・災害などにより中止する場合、前日の 17時までに判断してメールにて通知する 

   TeamJBAのチーム責任者のメールアドレスは、いつでも連絡が受け取れるようにすること 

18．連絡先  埼玉県社会人バスケットボール連盟 

         競技委員長  松尾 良子  携 帯：０９０－８７４４－３２７５  

                       e-mail：happiness.ryo.1002@gmail.com 

         審判委員長  和田 雄一郎 携 帯：０９０－９３７２－９５０３ 

                       e-mail：hanya24pop@yahoo.co.jp 
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【会場一覧】 

 

11/６（日）・2023/３/５（日） 会場未定 

月 日 会  場 
コ
ー
ト 

所 在 地 
管理事務所 

電話番号 

交通機関 

(最寄り駅) 

８/７（日） 

３/19（日） 
入間市市民体育館 

Ｄ 

Ｅ 

入間市豊岡 

4-2-1 
04-2962-1125 

西武池袋線 

「入間市駅」南口下車 

徒歩 15 分 

８/21（日） 

２/５（日） 
羽生市体育館 

Ｈ 

Ｉ 
羽生市東 9-1-1 048-563-0150 

東武伊勢崎線・秩父

鉄道「羽生駅」東口 

下車徒歩 30 分 

８/28（日） 

10/30（日） 

１/８（日） 

１/22（日） 

吉見町民体育館 
Ｆ 

Ｇ 

比企郡 

吉見町中新井 

493-1 

0493-54-5625 

JR 高崎線：鴻巣駅より 

バス「東松山駅」行 

「比企吉見農協前」 

下車 徒歩 20 分 

９/４（日） 

11/20（日） 

12/18（日） 

大里体育館 
O 

Ｐ 
熊谷市津田 21 0493-39-4121 

JR 高崎線「熊谷駅」 

南口下車・熊谷市ゆう

ゆうバスひまわり号 

９/11（日） 

９/25（日） 
上尾運動公園体育館 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

上尾市愛宕 

3-28-30 
048-771-4245 

JR 高崎線「上尾駅」 

東口から徒歩 20 分 

１１/27（日） 

１/29（日） 

２/12（日） 

くまがやドーム 

Ｘ 

Ｙ 

Ｚ 

熊谷市上川上 

300 
048-526-2004 

JR 高崎線「熊谷駅」 

北口下車・国際バス

「くまがやドーム行」 

１/15（日） 
富士見市立 

市民総合体育館 

a 

b 

c 

富士見市鶴馬 

1887-1 
049-251-5555 

東武東上線「鶴瀬駅」 

東口より徒歩約 25分 

２/19（日） 
児玉総合公園体育館 

（エコーピア） 

J 

Ｋ 

本庄市児玉町 

金屋 753-1 
0495-73-3815 

JR 八高線「児玉駅」 

から 2km 

２/26（日） 大利根文化体育館 
Ｌ 

Ｍ 

加須市北下新井 

684-1 
0480-72-5488 

JR 東北本線・東武 

日光線「栗橋駅」から

徒歩 40 分 

３/12（日） 
カミケンシルクドーム 

(本庄総合公園体育館) 

Ｓ 

Ｔ 

Ｕ 

本庄市北堀 433 0495-25-5677 
JR 高崎線「本庄駅」 

から車で約 15 分 


